
19 18

http://www.houki-town.jp/book/ホームページ

二部公民館図書室 （ T e l ） 62－7159
岸本図書館　　　 （ T e l ）  6 8－3617
溝口図書館　　　 （ T e l ） 62－0717

日光公民館図書室 （ T e l ）  6 3－0306

図書 つうしん
溝 口 図 書 館 岸 本 図 書 館

新　着　図　書　情　報

溝口・岸本図書館
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二部・日光公民館

※図書館（室）にない本は、リクエスト・予約できます。
※リクエスト・予約は電話でも受付けています。
※図書館（室）で借りた本は、溝口図書館・岸本図書館・
　二部公民館・日光公民館どこでも返却できます。
※本が破損・汚損した場合は、そのままの状態でカウンター
　までお持ちください。

＊その他にも
新着図書が
   入っています。

《小説》

◆翔ぶ少女 原田 マハ/著
◆ハルさん 藤野 恵美/著

《身体を動かしてみませんか？？》

◆体がキレイになるリンパストレッチ 加藤 雅俊/著
◆72へのゴルフ・メンタル術 角田 陽一/著
◆フットサル教本 松崎 康弘/著

《児童》

◆メチャクチャよくきく!!超おまじない大全集 なまため ひろみ/作
◆みんなだいすき！チョコレート 中島 妙/文
◆おかし なかがわ りえこ/文
◆みつけて！ワンダーランド ベンジャミン・ベキュ/画
◆金の月のマヤ 田森 庸介/作
◆すてもる はやみず 陽子/作

《絵本》

◆だれもしらないヒーロー きむら ゆういち/作
◆みずちゃぽん 新井 洋行/作
◆あたし、ようせいにあいたい！ のぶみ/作
◆やじるし 平田 利之/作
◆みてみておてて 北川 チハル/作
◆ぴたっ！ よねづ ゆうすけ/作
◆もぐもぐもぐ よねづ ゆうすけ/作
◆ちいさなプリンセスソフィア キャサリン・ハプカ/文
◆いやっ！ トレーシー・コーデュロイ/作
◆んぐまーま 大竹 伸朗/絵
◆あのな、これはひみつやで! くすのき しげのり/作
◆ぱくっ せき ゆうこ/作
◆はーくしょい せな けいこ/作・絵

《一般》

　一人の教師との出会いが、金
髪ギャルと家族の運命を変えた。
ネットで60万人が感動した、笑い
と涙の奇跡の実話。
　子や部下を伸ばしたい親や上
役に役立つ心理学テクニックな
ども満載。

『学年ビリのギャルが１年で
　偏差値を40上げて慶應大学
   に現役合格した話』

坪田信貴/著　株式会社KADOKAWA
アスキー・メディアワークス

◆盆栽えほん 大野 八生/作

◆岳飛伝 8巻 北方 謙三/著
◆3・11に生まれた君へ 「君の椅子」プロジェクト/編
◆いちばんわかりやすいかぎ針編みの基礎BOOK  

かんの なおみ/監修
◆いちばんわかりやすい棒針編みの基礎BOOK 

かんの なおみ/監修

◆竜巻のサバイバル リメ/文
◆ルルとララのかわいいデザートレシピ あんびる やすこ/監修
◆しらゆきひめ グリム/原作
◆イカになあれ 真珠 まりこ/作

《児童》

二 部 公 民 館

《一般書》
◆雑学帝王500 北嶋 廣敏/著
◆中村勘三郎最期の131日 波野 好江/著
◆人生8勝7敗-最後に勝てばよい 尾車 浩一/著

　有川浩の旅猫リポートが絵本
に！小学生低学年から読むことが
でき、読み聞かせにもおすすめ
です。
　サトルと愛猫のナナが懐かし
い人々を訪ねながら旅するおは
なし。

『 絵本「旅猫リポート」』
有川 浩/文　村上勉/絵
文藝春秋

《児童》

携帯マナー と 図書館

春のおはなし会スペシャル＆リサイクル市を開催！

携帯マナー守れていますか？  携帯電話は、マナーモードか電源を切りましょう。

※必要な資料は、著作権の範囲内で図書館員を
　通してコピーをすることができます。（詳細は、職員まで）

　3月22日、溝口公民館祭りに合わせて、おはなし会スペシ
ャルを実施しました♪
　わらべうた・紙芝居・大型絵本の読み聞かせなどと共に、
初めてエプロンシアターを披露し、楽しい時間となりました。

　溝口図書館内で3月22日～27日までリサイクル市を行
い、655冊の雑誌がリサイクルされました。多くの方が利
用してくださいました♪

おにっ娘、でんでんぼっこの活躍おにっ娘、でんでんぼっこの活躍

77777777777777777777777777777777
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　読み聞かせボラ
ンティア「おはなし
のもり」さんの、永
年の功績が認めら
れ“第５回鳥取県西
部地区町村社会教
育研究大会”で表
彰されました。おめ
でとうございます！

館内での通話は禁止です。
館外でご利用下さい。

写真撮影は
ご遠慮ください。

おはなしのもり 表彰される！おはなしのもり 表彰される！

《郷土》

　版画家 生田眞が、澄んだ
眼と自由な発想でつむぎ出
した珠玉のエッセイ集。

『ほんとのこと？』

生田　眞/著
今井出版

伯耆町
大殿在住!!
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